
氏名：林 道晴
役職：最高裁判所判事

略歴
昭和55年 東京大学法学部卒業
昭和55年 司法修習生
昭和57年 判事補任官
その後、東京地裁、最高裁民事局、厚生省年金局企業年金課、札幌地家裁、東京地裁において勤
務。
平成4年 東京地裁判事
平成5年 最高裁民事局参事官
平成8年 最高裁民事局第二課長
平成11年 最高裁民事局第一課長兼第三課長
平成14年 東京高裁判事
平成15年 東京地裁判事部総括
平成17年 司法研修所教官
平成17年 司法研修所事務局長
平成21年 最高裁民事局長兼行政局長
平成22年 最高裁経理局長
平成25年 静岡地裁所長
平成26年 東京高裁判事部総括
平成26年 最高裁首席調査官
平成30年 東京高裁長官
令和元年9月2日最高裁判所判事

氏名：大鷹 一郎
役職：知的財産高等裁判所長

早稲田大学法学部卒業
1983年 裁判官任官（東京地方裁判所）
1998年～2001年法務省民事局第二課長
2003年～2005年大阪地方裁判所部総括
2005年～2008年知的財産高等裁判所
2008年～2013年東京地方裁判所部総括（知的財産権部）
2013年～2016年知的財産高等裁判所
2016年～2018年大津地方・家庭裁判所長
2018年～2020年知的財産高等裁判所部総括
2020年～ 知的財産高等裁判所長
このほかに、京都地方裁判所、札幌地方裁判所、旭川地方・家庭裁判所等に勤務。

氏名：東海林 保
役職：知的財産高等裁判所部総括判事

明治大学法学部卒業
1989年 裁判官任官（東京地方裁判所）
2002～2006年東京地方裁判所（知的財産権部）
2006～2009年函館地方・家庭裁判所部総括
2009～2012年知的財産高等裁判所
2012～2017年東京地方裁判所（知的財産権部）部総括
2018～2021年水戸家庭裁判所長
2021～ 知的財産高等裁判所部総括
このほかに、岐阜地方・家庭裁判所、釧路地方・家庭裁判所北見支部、東京家庭裁判所、那覇地
方・家庭裁判所沖縄支部、千葉地方・家庭裁判所松戸支部に勤務。

裁判所



氏名：浅井 憲
役職：知的財産高等裁判所判事

東京大学法学部卒業
1991年 裁判官任官（東京地方裁判所）
1995～1997年 外務省条約局外務事務官
1997～1998年 国際連合日本政府代表部二等書記官
2007～2010年 知的財産高等裁判所
2016～2017年 水戸地方裁判所部総括
2021年～ 知的財産高等裁判所
このほかに、東京高等裁判所、福岡高等裁判所宮崎支部、札幌地方・家庭裁判所、さ
いたま地方・家庭裁判所に勤務。
コロンビア大学ロースクールLL.M.修了。

氏名：中村 恭
役職：知的財産高等裁判所判事

一橋大学法学部卒業
1993年 裁判官任官（東京地方裁判所）
2007～2009年東京地方裁判所（知的財産権部）
2013～2016年知的財産高等裁判所
2017～2019年盛岡地方裁判所部総括
2020年～ 知的財産高等裁判所

このほかに、仙台高等裁判所、盛岡地方・家庭裁判所一関支部等に勤務。

氏名：岡山 忠広
役職：知的財産高等裁判所判事

東京大学法学部卒業
1995年 裁判官任官（横浜地方裁判所）
2005～2008年大阪地方裁判所
2013～2016年東京高等裁判所
2019年～ 知的財産高等裁判所
このほかに、最高裁判所事務総局行政局、法務省民事局等に勤務。

氏名：中島 朋宏
役職：知的財産高等裁判所判事

京都大学法学部卒業
2000年 裁判官任官（東京地方裁判所）
2007～2009年法務省法務総合研究所（ＪＩＣＡ長期派遣専門家；ベトナム法整備支援（ハノイ
派遣））
2009～2011年東京地方裁判所（行政部）
2011～2014年仙台高等裁判所、東北大学法科大学院教授（民事裁判）
2017～2020年新潟地方・家庭裁判所
2020年～ 知的財産高等裁判所
このほかに、宮崎地方・家庭裁判所、東京地方・家庭裁判所立川支部に勤務。
ジョージワシントン大学ロースクール客員研究員、連邦司法センター客員研究員。

裁判所



氏名：小川 卓逸
役職：知的財産高等裁判所判事

東京大学法学部卒業
2003年 裁判官任官（東京地方裁判所）
2010～2013年東京地方裁判所（知的財産権部）
2017～2021年最高裁判所裁判所調査官（民事・知財）
2021年～ 知的財産高等裁判所
このほかに、釧路地方・家庭裁判所、那覇地方・家庭裁判所石垣支部等に勤務。
イリノイ大学ロースクール客員研究員、マックスプランク研究所客員研究員。

氏名：都野 道紀
役職：知的財産高等裁判所判事

東京大学法学部卒業
2004年 裁判官任官（東京地方裁判所）
2007～2008年カトリック・ルーヴェン大学留学
ＥＵ法の研究に従事
2020年～ 知的財産高等裁判所
このほかに、札幌家庭・地方裁判所苫小牧支部、前橋地方・家庭裁判所、札幌高等裁判所、札幌
地方・家庭裁判所等に勤務。

氏名：遠山 敦士
役職：知的財産高等裁判所判事

日本大学法学部卒業
2005年 裁判官任官（東京地方裁判所）
2014～2017年公害等調整委員会審査官
2017～2019年東京地方裁判所（知的財産権部）
2022年～ 知的財産高等裁判所
このほかに、新潟地方・家庭裁判所、福島地方・家庭裁判所郡山支部、盛岡地方・家庭裁判所一
関支部に勤務。

氏名：勝又 来未子
役職：知的財産高等裁判所判事

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻修了
2007年 裁判官任官（横浜地方裁判所）
2015～2018年東京地方裁判所（知的財産権部）
2021年～ 知的財産高等裁判所
このほかに、神戸地方・家庭裁判所姫路支部、長野地方・家庭裁判所佐久支部に勤務。
ミュンヘン知的財産法センターLL.M.修了。

裁判所



氏名：秋田 将行
役職：知的財産高等裁判所裁判所調査官

京都大学理学部（物理）卒業
1993年 特許庁入庁、審査官補
1997年 審査部審査官
2003～2005年外務省経済局国際貿易課知的財産室外務事務官
2007年 審判部審判官
2015～2017年東北大学大学院法学研究科教授（知的財産）
2017～2019年審査部審査基準室長
2019～2020年審判部審判長
2020年～ 知的財産高等裁判所裁判所調査官
カーネギー・メロン大学客員研究員（社会環境工学）。

氏名：光本 美奈子
役職：知的財産高等裁判所裁判所調査官

東京大学大学院薬学系研究科修了
1993年 特許庁入庁、審査官補
1997年 審査部審査官
2007年 審判部審判官
2016～2018年審査第三部審査監理官（金属電気化学）
2018～2020年審判部審判長
2020年～ 知的財産高等裁判所裁判所調査官
ハーバード大学客員研究員（バイオテクノロジー）。

氏名：天野 貴子
役職：知的財産高等裁判所裁判所調査官

東京大学大学院薬学系研究科修了
1994年 特許庁入庁、審査官補
1998年 審査部審査官
2019年 審判部審判官
2020年～ 知的財産高等裁判所裁判所調査官

氏名：山口 和弘
役職：知的財産高等裁判所裁判所調査官

東京都立大学大学院工学研究科機械工学専攻修了
1998～2004年知的財産サービス会社勤務
2004～2019年特許事務所勤務
2019年 知的財産高等裁判所裁判所調査官
2006年 弁理士登録
早稲田大学大学院法学研究科先端法学専攻知的財産法LL.M.修了。

裁判所



氏名：小林 元治
役職：日本弁護士連合会会長

コロナ渦における法的問題・人権問題への対応と並行して、ＥＳＧ・ＳＤＧｓ、民事司法の改
革・改善、男女共同参画、ダイバーシティ＆インクルージョン（Ｄ＆Ｉ）、刑事司法改革、災
害対策、人権擁護など各課題に取り組んでいる。
【主な略歴】
1976年 中央大学法学部卒業
1981年 弁護士登録（司法修習第３３期）
2004年～2011年 行政訴訟センター副委員長
2008年～2014年 日本司法支援センター推進本部副本部長
2011年～2016年 民事司法改革推進本部事務局長
2013年～2021年 立法対策センター副委員長
2016年 東京弁護士会会長
同年 日本弁護士連合会副会長
2016年～2018年 法曹養成制度改革実現本部副本部長
2017年～2021年 民事司法改革総合推進本部本部長代行
2022年4月～ 日本弁護士連合会会長

氏名：末吉 亙
役職：弁護士知財ネット理事長

東京都出身。駒場東邦高等学校、東京大学法学部卒業。1983年第二東京弁護士会登録（第35
期）。
主な弁護士知財ネット役員歴：
2005年4月～ 常務理事
2012年5月～ 専務理事
2018年4月～ 理事長
日本弁護士連合会では、知的財産政策推進本部事務局次長（2002年6月～2009年5月）、知的
財産センター事務局長（2009年6月～2011年5月）、同センター委員長（2011年6月～2012
年5月）、同センター研修・業務推進ＰＴ長（2012年6月～2019年5月）、同センター農水法

務支援チーム長（2019年6月～）を勤めてきました。

氏名：城山 康文
役職：アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー 弁護士

城山康文弁護士は、アンダーソン•毛利•友常法律事務所のパートナーです。平成4年に東京大
学法学部を卒業後、平成6年に弁護士登録（第一東京弁護士会)、平成10年にはカリフォルニア
大学デービス校ロースクールLLMを修了しました。業務の中心は、特許、商標、著作権、営業
秘密などの知的財産に関する紛争解決と、知的財産に関するライセンスや譲渡等の取引であり、
我が国のみならず欧米・アジアの各国が関係するクロスボーダーの案件も数多く取り扱ってい
ます。また、2004年から2022年まで、東京大学法科大学院において、知的財産法等の講義も
行っていました。日弁連知的財産センターにおいては、平成28年度事務局長、同29年度委員長
を務めました。

氏名：小野寺 良文
役職：森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士

2000年の弁護士登録以来、20年以上に亘り、内外の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、
著作権、営業秘密等、あらゆる知的財産法関連の紛争解決（侵害訴訟、無効審判、審決取消訴
訟）、仲裁及びライセンス契約交渉等の案件に従事し、これらの分野で豊富な経験を有する。
化学・生物学のバックグラウンドを有し、これまでに医薬品、バイオテクノロジー、通信、半
導体、情報機器、ソフトウェア、ゲームソフト等の多様な技術分野に関する技術的専門性の高
い案件を手掛けている。日本、ヨーロッパ、米国だけでなく、中国及びアジア地域の知的財産
権業務（模倣品対策、冒認商標対策、知財権侵害に係る行政取締手続、異議・審判手続、訴訟
手続等）を多数手掛けている。
2014年より日本弁護士連合会知財センターの委員及び国際法曹団体（IBA, International Bar 
Association）知的財産及びエンターテインメント法委員会の委員を務める。

弁護士



氏名：髙嶋 智光
役職：法務事務次官

昭和61年3月 東京大学経済学部卒
昭和62年4月 司法修習生
平成1年4月4日東京地検検事
平成2年4月1日青森地検八戸支部検事
平成4年3月27日静岡地検検事
平成6年4月1日東京地検検事
平成7年4月1日千葉地検検事
平成8年6月3日法務省刑事局付
平成10年6月29日大蔵省金融企画局企画課課長補佐
平成12年6月30日法務省刑事局付
平成13年4月1日新潟地検検事
平成15年3月28日司法研修所教官
平成18年3月24日東京地検検事
平成22年4月1日東京高検検事
平成23年6月1日内閣官房内閣参事官（内閣官房東京電力福島原子力発電所における事故調査・
検証委員会事務局参事官）
平成24年8月1日東京高検検事
平成24年12月21日法務省刑事局公安課長
平成26年1月9日東京地検公判部長
平成27年4月10日法務省大臣官房審議官（総括担当）
平成29年7月7日松山地検検事正
平成30年7月19日最高検検事
平成30年9月3日法務省人権擁護局長
平成31年4月1日出入国在留管理庁次長
令和2年12月24日法務省大臣官房長
令和3年9月3日法務事務次官

法務省



氏名：濱野 幸一
役職：特許庁長官

1989年3月 東京大学法学部卒業
1989年4月 通商産業省入省
1994年6月 フランス留学（パリ政治学院等）
2007年7月 大臣官房秘書課人事企画官
2008年11月大臣官房参事官（人事政策担当）
2009年7月 中小企業庁事業環境部財務課長
2010年8月 製造産業局産業機械課長
2010年9月 大臣秘書官事務取扱
2011年1月 中小企業庁事業環境部金融課長
2011年10月大臣官房参事官（エネルギー政策担当）
2012年10月資源エネルギー庁資源・燃料部政策課長
2015年6月 大臣官房会計課長
2016年2月 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構副理事長
2018年4月 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命審議役
2018年7月 内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）
2020年7月 関東経済産業局長兼地域経済産業グループ長
2022年7月 特許庁長官（現職）

氏名：安田 太
役職：特許庁審判部長

1991年4月 特許庁入庁（審査第五部送配電）
1997年4月 総務部特許情報課特許情報管理室
2000年7月 カリフォルニア大学サンタバーバラ校客員研究員
2001年7月 審査第一部調整課課長補佐
2003年4月 総務部総務課課長補佐
2004年4月 審査第四部審査官（情報処理）
2005年7月 審査第一部調整課課長補佐
2007年7月 政策研究大学院大学助教授
2009年4月 審査第一部調整課審査企画室長
2011年4月 審査第四部転送・制御担当室長
2012年4月 内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官
2014年4月 審査第一部調整課審査推進室長
2016年4月 審査第四部審査長（上席・伝送システム）
2018年7月 審査第一部調整課長
2020年4月 審査第二部長
2021年4月 審査第一部長
2022年7月 審判部長（現職）

氏名：田村 聖子
役職：特許庁審判部首席審判長

1990年4月 特許庁入庁（審査第四部医療）
1994年4月 審査官昇任
1995年10月審査第二部調整課 企画班係員
1998年12月米国特許商標局審査官派遣
2002年10月審判官昇任（審判部第22部門）
2004年10月特許審査第三部有機化学 上席審査官
2005年10月東京地方裁判所 調査官
2009年1月 特許審査第三部医療 主任上席審査官
2010年4月 審査第三部医薬化合物 技術担当室長
2013年7月 審査第三部生命工学 審査監理官
2015年7月 審査第一部調整課 審査基準室長
2017年4月 審判部第24部門 審判長
2019年7月 審判部第25部門 部門長
2022年1月 審判部 首席審判長

特許庁




